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～ 四 国 は ひ と つ ～

一般社団法人日本産業カウンセラー協会
四国支部

第 47 回全国研究大会 in 北海道
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２０１８年

エンゲイジメント」は、自身のライフキャリアを改
めて考える機会にもなりました。思考を深めたり、
6 月 2 日(土)3 日(日)の二日間、
「北の大地で考えよ

一方豊かな自然で遊んだり、また新鮮で美味しい食

う～心豊かに働ける職場づくり～」をテーマに、札

材も堪能した 4 日間は気持ちをリフレッシュできる

幌コンベンションセンターで第 47 回の全国研究大

良い時間でした。

会が開催されました。参加された幹部、代議員の方

北海道大会に参加して 会員研修部長 石丸美喜江

をはじめ会員の方にも感想を寄せていただきました。
全国研究大会に参加して

『心豊かに働ける職場づくり』について考えた二
日間でした。特別講演のテーマ～ワークエンゲイジ

支部長 長野勲

メントはバーンアウトの対極にあるポジティブな心

10 年振りに北海道へ降り立ち、四国の地に住んで

理状態。働く人が熱意・没頭・活力をもって仕事に

いる小生は北の大地の大きさに感動いたしました。

臨めるよう支援することにより、ストレスが軽減さ

基調講演の倉本聰先生の素晴らしい講演を拝聴いた

れ職場環境改善につながります。第 6 分科会は発達

しまして「あなたは感動を忘れていませんか」
「理屈

障がいの支援について産業カウンセラー、治療者、

と行動はどっち大事ですか」等、血沸き肉躍るお話

行政担当者等からの報告、意見交換もあり有意義な

に感銘を受け全国研究大会に参加した意義を感じて

時間となりました。

きました。また、四国支部の参加した多くの方々と
沢山お話ができまして楽しく、
有難うございました。

北海道大会に参加して

活発な意見交換が行われた総会、倉本聰氏のユー

第 6 分科会「発達障がいと思われる方への接し方」
に参加して

広報部長 竹田三千代

モアに富んだ基調講演、島津氏のワーク・エンゲイ

副支部長 片山養子

ジメントに関する特別講演、札幌ビール園での賑や

発達凸凹で苦戦しているクライエントに出会う度

かな交流会、第 4 分科会でのキャリアの学び。その

に「最良の支援だったか？」と自問している現状で

一つ一つが、私にとっては非常に刺激的な時間とな

したので、この分科会に参加して私の知的好奇心は

りました。産業カウンセラーとして、キャリアコン

満たされました。登壇者のメッセージから①特性理

サルタントとして、そして一人の働く人間として、

解と連携は大事②個人特性と環境との折り合いをつ

そのあり方を自分自身に問う時間をいただけたこと

ける③周囲が手助けし過ぎない④診断名で理解しな

に感謝しています。

い。の４点を共有したいと思います。今後も「障が
いとは何か」について不断の研鑽を行い、障がい観

多くの出会いがあった北海道全国研究大会

の涵養に努めたいと思えた実り多い分科会でした。

徳島事務所長 泉美穂
私が出会ったのは可愛いくて優しい「ロボホン」

初めて参加して
事務局長 森田佑子
協会の事務に携わって 12 年、いつもの日常は
支部と事務所で 8 人の小さな職場です。今回の大
会は全国から 1000 人もの協会員や指導者が集ま
りました。このように一堂に会することはめずら
しいことですので圧倒されましたが、新鮮でもあ
りました。参加者の年齢はやや高めでしたが、皆
さんイキイキとしていて力強く、生涯現役で活躍
出来る協会の強みを実感した大会でした。

です。満 2 歳を迎えたところだそうです。子どもの
頃に好きだった遊びについて、
たった 8 つの質問に、
「はい」か「いいえ」で答えるだけで、自己分析（キ
ャリナビ）や求職者支援アドバイスなどを、一生懸
命話してくれます。身長約 20ｃｍというポケットに
入る位のサイズのちっちゃい体に、スマホ、プロジ
ェクター機能等が搭載されていて、リクエストする
とダンスも踊ってくれました♪♪♬！ロボホンの優し
い言葉に旅の疲れも癒やされていくようでした。

北海道大会に参加して 養成講座部長 五百竹洋子

北海道大会に参加して

総会では、前向きで活発な意見交換があり、アサ

代議員 角田泰起

♪果てしない大空と広い大地♪が出迎えてくれた

ーティブなやりとりは協会ならではと心地のいいも

北海道大会。基調講演では、脚本家の倉本聰さんの

のでした。基調講演のなかで豊富な人生経験から語

楽しいＴＶ制作秘話や、海抜０ｍから世界最高峰に

られた倉本聰氏の言葉や内容は、心に沁みわたるも

登頂した登山家になぞらえた、原点から考えること

のでしたし、続く島津明人氏が話された「ワーク・
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の大切さ等について興味深く拝聴しました。第 6 分

基調講演 倉本聰氏

科会では、産業カウンセラーとして、発達障がいと
どう向き合い関わるか、事例をもとに臨床医からの
貴重なお話を拝聴しました。遠い北の大地で、ちっ
ぽけな自分と改めて向き合う機会を頂いた 2 日間で

札幌コンベンションセンター

した。
北海道大会に参加して

代議員 福家正一

『北の大地で考えよう～心豊かに働ける職場づく
り～』
をテーマに開催された北海道大会に参加した。
基調講演は、脚本家の倉本聰氏。60 年の経験から、
総会にて 小原会長挨拶

今テレビは「創作」の「創る」ということをあまり

特別講演 島津明人氏

しなくなったとしたうえで、人間の感情を共有でき
札幌ビール園での交流会

るのは人間である、僕の仕事は人の心をきれいにす

ロボホン体験

る、
『心の洗濯屋』であるという言葉が胸に響いた。
我々産業カウンセラーやキャリアコンサルタントも
こうしたことを心に刻んで、歩んでいきたいもので
ある。
全国大会に参加して

平山幸恵（高知）

倉本聰さん・北海道と友人 K ちゃん、聴きたい・

各部活動報告 キャリア部

行きたい・会いたい思いで参加した研究大会。ワー

キャリアコンサルタント養成講習

クエンゲイジメントを高める講演、第 6 分科会、Ｋ

香川・愛媛教室修了しました(^^♪

ちゃんとの語らい、深くて濃い 2 日間。交流会は、

キャリア部長 平井佳寿美
2018 年度Ⅰ期ＣＣ養成講習香川教室、
愛媛教室と

四国支部のみなさんと美味しく楽しいひと時。帰高
の機中から、頭を雲の上に出す富士山を拝み「何合

も修了式を終えました。

目から物事を見てる？」聰さんが問ふ。物の見方・

ＣＣ養成講習も回数を重ねてきました。毎回新た

考え方を見つめ直し０ｍ地点から 7 割を目標に、ぼ

な受講者の方々との出会いから感じるのは、積極的

ちぼちと自分のできる山を登ろうと思う。

な学ぶ姿勢です。受験資格付与講習ですので、当然

全国大会に参加して

と言えばそれまでですが、タイトなスケジュールに

中野大介（徳島）

も関わらず、時間前集合、休憩時間を活用しての予

養成講座(通信制)受講者として、本大会に参加い

習・復習等、ロールモデルとして見習いたいと感じ

たしました。協会開催の行事へ初めての参加という

ています。
後は全員合格に向かって頑張るのみです。

こともあって、真っ白なキャンパスに水彩画を描く

受験前面接対策講座の計画もありますので、支部Ｈ

様なフレッシュな気分で臨むことができたように思

Ｐや広報でご確認ください。2018 年度 6 月開講の

います。初日は倉本氏及び島津氏の講演を拝聴する

講習も、近々にスクーリングがスタートします。

ことができ、大変貴重な勉強となりました。交流会

重ねてご案内です。2018 年度 9 月開講講習のお

では、四国支部の方々と顔合わせができ、他の支部

申込みを受け付け中です。会員の方には割引制度も

の方々を含め良いご挨拶の機会となったように思い

あります。専門実践教育訓練給付金指定講座ですの

ます。2 日目は第 1 分科会に参加。午前は各発表者

で、該当者には給

のプレゼンに活発に質疑応答が行われ、午後はグル

付金が支給されま

ープワークを行い参加者一人ひとりがしっかりとし

す。お申込みお待

た目的意識を持って参加されているように感じまし

ちしています。

た。ここで学んだことをこれからの実務等に有意義
に生かしていきます。

香川教室
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5 月号の訂正とお詫び
４U5 月号の“新シニア育成講座「ゲシュタルト

阿波カフェで、籐の小物入れ作りに挑戦！

療法」を受講して”の筆者が、会員研修部員(高知)

徳島事務所
浜田亜弓
5 月 12 日(土)、協会員で籐教室を開催している麦
倉さんを講師にお迎えし、初めての「籐の小物入れ
作り」を開催しました。不器用な私はどきどき、わ
くわくです。参加者は男女 5 名。先生が材料と作り
方リーフレットも用意して下さり、いざスタート！
丸籐を水で濡らして柔らかくして、
編んでいきます。
これがもくもくと集中できて楽しい！！無になって
集中できます。
「ストレス解消になる～。
」
「指先使う
から認知症予防にもいいのとちがう？」と参加者の
声。また、先生の「そう、そう。みんな上手」の声
掛けに、編む手もすすみます。しかも、もしも間違
えても、ほどいて編み直すだけ！初心者にもおスス
メです。それぞれ、仕上がった小物入れをみて、ご
満悦(^^) 本当に楽しかったです。いつか先生のよ
うにバックも作りたいと大きな野望を持ったのは私
だけではないはず…。ふふっ。

野崎妙子さんとなっていましたが、正しくは会員研
修部員(香川) 野崎妙子さんです。ここに訂正してお
詫びいたします。
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新事務員さん紹介
香川事務所 森田芳司子
6 月から香川事務所で勤務しております森田芳
司子です。事務とはいえ前職とは違う業務内容で不
安ではありますが、
新しいことへの取り組みと考え、
持ち前の「元気」と見かけ倒しの少しの「度胸」と
で頑張ってまいります。支
部・各事務所の皆様、会員の
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皆様、多々、ご迷惑等お掛け
すると思いますがご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願いいた
します。お近くにおいでの際
はぜひ香川事務所にお立ち寄
りください。
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